
 一人暮らしを始める方へ  

てつや【徹夜】 夜を明かすこと。レポートの締め切りが迫った時期になると、あちこちから徹夜した

との報告を受ける。 46 

 

 

長かった受験生生活も終わり、ようやく暖かい春がやってきます。 

みなさんの中には、この春から一人暮らしを始める人も多いかと思います。 

しかし親元を離れ、知らない土地で新生活を始めることは不安でもあります。 

そんな皆さんに、商大生が小樽で生活する上で得た知識・経験をお教えしま

す！他にも一人暮らしをするにあたって役に立つ情報もまとめましたので、4

年間暮らすであろう新居にも、この冊子を持って行ってあげてください！ 

 

 

 

 

ここのの冊冊子子のの最最後後ののペペーージジににはは、、新新入入生生向向けけのの物物件件ガガイイドドががつついいてていいまますすののでで、、  

小小樽樽ででののおお部部屋屋探探ししににぜぜひひごご活活用用くくだだささいい。。 

 

①希望の物件が見つかりましたら直接連絡を取り、交渉・契約をして下さい。 

契約が決まった場合でも、生協への連絡は必要ありません。また、物件のお問い

合わせも生協ではお答えできませんので直接家主さん、あるいは管理会社にお

問い合わせ下さい。 

 

②掲載している物件は、家主さん並びにマンション・アパート管理会社からの 

情報をもとにしており、その書き方は統一されていません。 

間取りなど正確な情報については各自電話や下見等の際に必ずご確認願います。 

 

③契約する前に家賃などについてもう一度ご確認下さい。 

（敷金は本当に返ってくるのか、違約金が必要になるのはどんな場合か、仲介金

は必要かどうか等） 

 

④このガイドは 2020 年 10 月に家主さん並びにマンション・アパート管理会

社等から寄せられた情報を基に作成しているため、空き部屋の状況、家賃などの

掲載内容が変更になっている場合があります。掲載内容について変更がないか

どうか直接確認をお願いします。 

 

 

物件ガイドの活用にあたって 

一人暮らしを始める時には、学生賠償責任保険（一人暮

らし特約あり）、学生生活 110 番に加入しましょう！ 

てつや【徹夜】　夜を明かすこと。レポートの締め切りが迫った時期になると、あちこちから徹夜
したとの報告を受ける。
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 お部屋探し用語集 

とーいっく【TOEIC】 英語ⅠD の期末試験として昼間の学生は必ず受けなければならない。避け

ては通れない道。頑張ろう。 
47 

一人暮らしを始めるにあたり、お部屋を探す必要がありますよね。ここでは、

お部屋探しのときに知っておくと役に立つ用語をまとめてみました。意味をし

っかり理解して、自分にピッタリなお部屋と出会ってください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【契約に関する用語】 
★敷金 

賃貸物件を借りる際に保証金として預けておく費用のこと。退去時のクリーニング代等に

使用されるが、返却されることも。家賃の１～２か月程度の物件が多い。 

 

★★共共益益費費 

マンション・アパートの共有スペースを維持、管理するための費用。多くの物件では、家

賃と共益費を毎月支払うことになる。 
 

★★保保証証人人  

入居時に不測の事態があったときに代わって責任を引き受ける人。通常は保護者が保証人

になる場合が多い。 

 

★★仲仲介介手手数数料料  

不動産業者を介して部屋探しを行った場合、契約成立の報酬として不動産会社に支払うお

金。無料の物件も増加している。 

 

〖〖設備に関する用語〗〗 
☆☆間間取取りり  

和室・洋室の別、部屋数とリビングの広さを１つの数字と３つ以内のアルファベットで表

記したもの。 

１Ｒ…ワンルーム。部屋が１つで、キッチンとの仕切りがないタイプ。 

１ＬＤＫ…部屋が１つで、リビングダイニング・キッチンが８畳以上あるタイプ。 

１ＤＫ…部屋が１つで、ダイニングキッチンが 4.5～8 畳以上あるタイプ。 

 

☆☆ユユニニッットト・・セセパパレレーートト  

風呂とトイレが同じスペースにあるものがユニットタイプと呼ばれる。 

一方、風呂とトイレが区別されているものがセパレートタイプと呼ばれる。 

 

とーいっく【TOEIC】　英語ⅠDの期末試験として昼間の学生は必ず受けなければならない。避け
ては通れない道。頑張ろう。
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お部屋を探そう！ 

とおる【通る】①通行・通過すること。②単位の取得が認められること。例：「なんとか単位通った！」 48 

 

このページでは、お部屋の探し方から実際の物件まで掲載していますので、どん

どん参考にしてくださいね！ 

のんびりしていると良い物件がなくなってしまうので少しでも早く部屋を探し

ましょう！ 

 

☆お部屋の探し方☆ 

①この冊子で探す 

→この新歓冊子には小樽商大生協が集めた物件情報が載っています。好みの物

件が見つかりましたら、掲載されている番号に電話をかけてみましょう！(生協

には連絡不要です） 

②住宅情報雑誌で探す 

→無料のフリーペーパー式のものから販売されているものまでいろいろありま

す。 

③不動産屋さんで探す 

→仲介料が別途かかりますが、プロの方の詳しい話を聞いたり、自分好みの部屋

を紹介してもらえたりします。不動産屋さんの案内で実際に部屋を見て回るこ

ともできます。 

④インターネットで探す 

→不動産屋さんのホームページから大家さんが作成したホームページまで様々

ですが、自分の好みの条件を打ち込むだけで検索してくれる便利なサイトも！

参考にしてみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お部屋探しのポイント☆ 

・日当たりを考えましょう。室内の温度が大きく変わります。 

・ロフトは部屋が広くなる反面、冬は部屋が温まりにくくなります。 

・光熱費は物件によって変わってきます。オール電化が最も安く、灯油⇒天然

ガス⇒都市ガス⇒プロパンガスの順に高くなる傾向にあります。 

・坂の多い小樽では、地図上では近く見えても実際に歩いてみると大変なんて

ことがあります。下見の際に近くを歩いてみて確認しましょう。近くのスーパ

ーや病院、交通の便なども調べておくと◎！ 

・窓は二つ以上あると便利です。夏は湿気がこもりがちなので、窓を二つ開け

て空気が流れるようにすると涼しくなりますよ♪ 

とおる【通る】①通行・通過すること。②単位の取得が認められること。例：「なんとか単位通った！」
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どこに住んでるの？ 

ながさきや【長崎屋】 小樽駅前に鎮座する商業施設。スーパーやドン・キホーテ、100 円ショップな

どが入っており、商大生の頼りになる存在。 49 

 
いよいよ小樽で一人暮らし！と思っても、坂の上に校舎がある商大では、住む場
所選びは重要な問題。そこで、アパートの立地別メリットデメリットをお伝えし
ます。 
  

  

フファァミミママ  

妙妙龍龍寺寺  

CCOOOOPP  

輝輝光光寮寮  

体体育育館館  

みみどどりり公公園園  

浅浅草草寺寺  

長長崎崎屋屋・・ドドンンキキ  

ササツツドドララ  

小小樽樽駅駅  

大学近く（坂の上）に住むと？ 
  
なんと言っても大学に近いことが何より
のメリット。朝が弱い人にはとてもおす
すめ。 
しかし、周辺にスーパーやコンビニはな
いため、買い物のたびに坂をくだらなけ
ればならない。正直煩わしい。駅や小樽
の繁華街からも離れているので、その点
を踏まえて入居を考える必要がある。 
学生寮も大学近くにあるので、寮希望の
学生も覚悟するべし。 

駅周辺（坂の下）に住むと？ 
  

買い物の利便性も高く、駅に近いので
札幌や中心街以外のアルバイトの選択肢
も増える。 
 しかし、当然大学へは遠い。駅から歩
いて約３０分かかるため、交通機関（バ
ス、タクシー）を利用するとなるとその
分の出費がかさむので注意が必要。 

坂の中腹に住むと？ 
  

スーパーもあり、大学と駅の中間あたりで
バランスの良い立地。一方で、そのためにど
こに行くにも億劫になるという声も。 
 中腹近辺はアパートの選択肢が多いので、
自分の生活リズムや部屋の善し悪しで決める
のが○。 

小小樽樽商商大大  

ロローーソソンン  

ながさきや【長崎屋】　小樽駅前に鎮座する商業施設。スーパーやドン・キホーテ、100円ショップな
どが入っており、商大生の頼りになる存在。
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 どこに住んでるの？ 

なんたる【南樽】 JR 南小樽駅のこと。メルヘン交差点などの観光地の最寄り駅。知名度の割に商

大生はあまり行かない説がある。 50 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部屋の特徴 
広さ：約８畳ワンルーム 
家賃：６３,０００円 
ガス代：約１,５００円 
電気代：約３,０００円 
水道代：家賃に含まれている 

暮らしてきた感想 
下宿の最大のメリットは平日朝夕のご飯が出ること
です。栄養とボリューム満点です。デメリットはトイ
レ、シャワー、洗濯機が共同でシャワー、洗濯には一
回１００円かかります。土日祝日はご飯が出ないの
で、自炊にも挑戦できます。住人は皆商大生なので、
困ったときも心強いです！門限もなく、夕食に間に合
わないときはお弁当に食事を取り置きしてくれるの
も決め手になりました。 

○小樽で一人暮らしお部屋（坂の中腹） 

部屋の特徴 
広さ：１４.７帖 
家賃：５１，０００円＋管理費３，０００円 
ガス・灯油代：夏５，０００円、冬１０，０００円 
電気代：３，０００円 
水道代：２，５００円 

暮らしてきた感想 
駅と大学のちょうど間ぐらいに位置してい
て、駅にも大学にも徒歩１５分くらいでいけ
ます。また、COOP やサツドラも近くて買い
物もすぐに行けて便利です。部屋は広くて、
友達もたくさん呼べちゃいます！収納やお風
呂場の暖房など設備もバッチリ。 

 

○下宿生のお部屋（商大付近） 

なんたる【南樽】　JR南小樽駅のこと。メルヘン交差点などの観光地の最寄り駅。知名度の割に商
大生はあまり行かない説がある。
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どこに住んでるの？ 

にがい【二外】 第二外国語のこと。昼間では毎週火木の１講目に開かれるため、早起きを強いられ

ることになる。単位を落としてはならない。頑張ろう。 51 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学生寮（輝光寮）の一人部屋（商大付近） 

部屋の特徴 
広さ：約６.５帖 

家賃：２０，０００円＋共益費５００円（本紙発行日現在） 

ガス代・電気代・水道代：２，０００（夏）～６，０００円（冬） 

暮らしてみた感想 
一人暮らしと言っても、キッチンやシャワーなど個人部屋以外の空間は共同です。入

学式前から友達もでき、何かあったらすぐに誰かに助けてもらえます。寂しさや不安

が少なく、寮独自のイベントも多く、たくさん知り合いを増やすことができます。一

人暮らしは不安という新入生におすすめで、道内・道外の学生はもちろん留学生もい

るので、本当に様々な人と関われます。寮生活とても楽しいですよ！ 

→→輝輝光光寮寮ににつついいててのの詳詳細細はは次次ののペペーージジへへ！！  

▲輝光寮の１ユニットの図 

▲サニタリルーム(洗面所/シャワー室/トイレ) 

にがい【二外】　第二外国語のこと。昼間では毎週火木の１講目に開かれるため、早起きを強いら
れることになる。単位を落としてはならない。頑張ろう。
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輝光寮について 

にっとう【２１０】 ３号館２１０番教室のこと。１６０教室に匹敵するかなりの大きさ。一般教養の科目

でよく使われる。商大生なら誰もがお世話になる教室。 52 

 

「一人暮らしは不安」、「家賃が気になる」… 

そんなあなたには、商商大大生生ののたためめのの学生寮、輝輝光光寮寮がオススメ！ 

【【施施設設概概要要】】  

・築 8 年／5 階建て  

・１～３階…男子フロア（1 人部屋、44 人人部部屋屋） 

・４、５階…女子フロア（1 人部屋のみ） 

・月々の寮費 

《1 人部屋》 

家家賃賃 2200,,000000 円円＋＋共共益益費費 550000 円円＋水道・光熱費 

《4 人部屋》 

家家賃賃 1155,,000000 円円＋＋共共益益費費 550000 円円＋水道・光熱費 

[参考] 夏場：22,000～25,000 円 

冬場：23,000～27,000 円 

【【寮寮生生活活ののメメリリッットト】】    

・とにかく大大学学にに近近いい！（徒歩３３分）  

・入学式より前に友友達達ががででききるる！ 

・先先輩輩にに履修などの大学に関することや、アルバイトの相相談談ができる！ 

・テレビや冷蔵庫などの電電化化製製品品がが完完備備されている。 

・週 3 回、業者の方がごみの回収や、共用部分の清掃をしてくださる。 

【【よよくくああるる QQ&&AA】】 

Q. どうやって申し込むの？ 

A. 入入寮寮募募集集要要項項・・入入寮寮願願・・入入寮寮希希望望申申請請書書を入学手続期間内に入学手続書類

と併せて提出してください。 

Q. やっておきたいことは？ 

A. 「ななぜぜ寮寮にに入入りりたたいいののかか」書く所があるので、理由を考えておこう！ 

Q. いつ入寮が決まるの？ 

A. 審査結果は、33 月月下下旬旬に発送予定です。 

Q. ご飯は出るの？ 

A. 食食事事はは出出まませせんん。大学の食食堂堂を利用したり、自自炊炊したりします。 

大学に入学するにあたり`一人暮らしを始める学生もいると思います。引っ越し

【【MMAAPP】】  

輝輝光光寮寮  
事務棟 

体育館 

大学会館 バス停 

小
樽
駅→

 

詳しくは小小樽樽商商科科大大学学  

HHPP をチェック！ 

※※家家賃賃及及びび共共益益費費ににつついいててはは  

本本紙紙発発行行日日現現在在ののももののでですす。。  

にっとう【２１０】　３号館２１０番教室のこと。１６０教室に匹敵するかなりの大きさ。一般教
養の科目でよく使われる。商大生なら誰もがお世話になる教室。

輝光寮について 

にっとう【２１０】 ３号館２１０番教室のこと。１６０教室に匹敵するかなりの大きさ。一般教養の科目

でよく使われる。商大生なら誰もがお世話になる教室。 52 

 

「一人暮らしは不安」、「家賃が気になる」… 

そんなあなたには、商商大大生生ののたためめのの学生寮、輝輝光光寮寮がオススメ！ 

【【施施設設概概要要】】  

・築 8 年／5 階建て  

・１～３階…男子フロア（1 人部屋、44 人人部部屋屋） 

・４、５階…女子フロア（1 人部屋のみ） 

・月々の寮費 

《1 人部屋》 

家家賃賃 2200,,000000 円円＋＋共共益益費費 550000 円円＋水道・光熱費 

《4 人部屋》 

家家賃賃 1155,,000000 円円＋＋共共益益費費 550000 円円＋水道・光熱費 

[参考] 夏場：22,000～25,000 円 

冬場：23,000～27,000 円 

【【寮寮生生活活ののメメリリッットト】】    

・とにかく大大学学にに近近いい！（徒歩３３分）  

・入学式より前に友友達達ががででききるる！ 

・先先輩輩にに履修などの大学に関することや、アルバイトの相相談談ができる！ 

・テレビや冷蔵庫などの電電化化製製品品がが完完備備されている。 

・週 3 回、業者の方がごみの回収や、共用部分の清掃をしてくださる。 

【【よよくくああるる QQ&&AA】】 

Q. どうやって申し込むの？ 

A. 入入寮寮募募集集要要項項・・入入寮寮願願・・入入寮寮希希望望申申請請書書を入学手続期間内に入学手続書類

と併せて提出してください。 

Q. やっておきたいことは？ 

A. 「ななぜぜ寮寮にに入入りりたたいいののかか」書く所があるので、理由を考えておこう！ 

Q. いつ入寮が決まるの？ 

A. 審査結果は、33 月月下下旬旬に発送予定です。 

Q. ご飯は出るの？ 

A. 食食事事はは出出まませせんん。大学の食食堂堂を利用したり、自自炊炊したりします。 

大学に入学するにあたり`一人暮らしを始める学生もいると思います。引っ越し

【【MMAAPP】】  

輝輝光光寮寮  
事務棟 

体育館 

大学会館 バス停 

小
樽
駅→

 

詳しくは小小樽樽商商科科大大学学  

HHPP をチェック！ 

※※家家賃賃及及びび共共益益費費ににつついいててはは  

本本紙紙発発行行日日現現在在ののももののでですす。。  
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手続き一覧 

ふぁみれすせき【ファミレス席】 商大図書館２階にある、まるでファミレスのようにお互い向かい合

って４，５人でくつろげる席。グループワークに最適。試験前になると争奪戦になる。 53 

する際に行う手続きにどのようなものがあるかをまとめました。ぜひ参考にし

てください！ 

ライフラインの手続き 

 

公的な手続き 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の手続き 
手続き 時期 相手 手続き方法 

放送受信料 随時 NHK 訪問職員から契約。 

携帯 引越前 各携帯会社 最寄りの取扱店で契約。 

新聞 必要時 各新聞販売店 販売店で直接契約・訪問販売員から契約。 

ネット回線 必要時 各ネット回線会社 最寄りのネット回線会社の販売店で契約。 

 

手続き 時期 相手 手続き方法 

ガス 入居時 ガス会社 はがきか電話で連絡。 

ガス開栓時に業者さんとの立ち合い必須。 

水道 入居時 水道局 部屋契約と同時に契約する場合がほとんど。 

電気 入居時 電気会社 ブレーカーか郵便受けにあるはがきを郵送。 

手続き 時期 相手 手続き方法  

口座設定 引越後 郵便局、銀行 印印鑑鑑・身身分分証証明明書書・預預入入金金  

を持って郵便局か銀行へ。 

転居届 入居前 郵便局 郵便局に提出。 

遠隔地被健

康保険証 

引越前 役場か保護者

の方の勤務先 

保護者の方が手続き。 

合合格格証証明明書書が必要。 

住民票の 

移動 

引越後、

入居時 

市区町村ごと

の役場 

地元の役所で「「転転出出届届」」を提出。

その後、引越先の役所に 

転転出出届届のの証証明明書書と「「転転入入届届」」を 

一緒に提出。 

大学内には北北洋洋銀銀行行

の ATMがあります！ 

扶養家族なら、同居していな

くても保健証が使えるよう

になるカード型の保険証。 

 

引っ越し先で選挙に参加できるよう

になるが、地元の成人式に行く場合

手続きが必要になる場合も。 

 
物件によっては契約先が決まっていたり、無料で使えたりするところもある。ただ、

回線速度が遅い事もあるので注意！そうでない場合は大学生にぴったりな商大生協の

モバイルルーターがおすすめ！！ 

ふぁみれすせき【ファミレス席】　商大図書館２階にある、まるでファミレスのようにお互い向か
い合って４，５人でくつろげる席。グループワークに最適。試験前になると争奪戦になる。
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おうちトラブル 

へいじょうてん【平常点】 試験以外の、授業内での毎回の出席や発言点のこと。毎回の積み重ねが

大事。これに救われた商大生も多いとか…。 54 

一人暮らしを始めると、予期せぬトラブルが起こらないか心配ですよね… 

そこで、このページでは、よく起こるトラブルとその対処法をご紹介します！ 

  

１１.. ガガスス漏漏れれ  ～～家家のの中中ががガガスス臭臭いい！！警警報報がが鳴鳴っったた！！～～  

（ア）ガス機器の使用をやめる。 

（イ）ガス栓、ガスメーター栓を閉める。 

（ウ）ドアや窓を開け、換気扇を回して換気をする。 

（エ）ガス会社に連絡をする。 

＊火は絶対に扱わず、電化製品のスイッチに触れない（着火の原因になります） 

 

２２.. 水水道道管管凍凍結結  ～～家家にに帰帰っっててききたたらら水水がが出出ななくくななっってていいたた！！～～  

商大生協の学生生活１１０番（次のページ参照）に加入している人は、すぐ

に会員証記載のコールセンターへ電話して対応してもらいましょう！ 

① 応急処置 

水道管や蛇口にタオルを巻き付け、その上からぬるま湯をゆっくりかけ

ましょう。または、水道管にドライヤーをあてましょう。 

② すぐに大家さん（管理会社）に相談する 

業者を呼んでもらい、解凍工事を頼みましょう。 

放置すると、水道管破裂の危険があります。 

＊凍結した場合は、蛇口を無理にひねらない・熱湯をかけない！！ 

③ 商大生協の学生賠償責任保険に加入している場合は、購買へ相談する 

過去に放っておいて超高額請求になったケースがありました！ 

  

３３.. ブブレレーーカカーーがが落落ちちるる  ～～突突然然部部屋屋がが真真っっ暗暗にに？？！！～～  

①アンペアブレーカーもしくは安全ブレーカーが落ちた場合 

消費の多い家電の電源を切りましょう。 

その後、落ちているブレーカーを上げれば通常の使用ができます。 

②漏電ブレーカーが落ちた場合 

① 漏電ブレーカーのスイッチは落ちたままの状態で、安全ブレーカ

ーのスイッチをすべて切る。 

② 次に漏電ブレーカーを「入」にした上で安全ブレーカーをひとつ

ずつ入れていき、漏電ブレーカーが落ちる箇所を探す。 

③ 発見できたら、速やかに電気工事業者に連絡する！ 

＊感電する恐れがあるので、絶対に濡れた手で操作しないでください！！ 

 

緊急連絡先（北ガス） 

札幌 ０１１－２３３－５５３３ 

小樽 ０１３４－２９－５５３３ 

へいじょうてん【平常点】　試験以外の、授業内での毎回の出席や発言点のこと。毎回の積み重ねが
大事。これに救われた商大生も多いとか…。

54

OUCPB2021
はじコラム



おうちトラブル 

きっさころんびあ【喫茶コロンビア】 花園エリアにある昭和レトロな喫茶店。商大生なら 1 度は行

った事があると言っても過言ではない。チョコレートパフェが美味しい。 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～実実際際ににああっったたいいろろいいろろななトトララブブルル～～  

最後に、商大生が実際に経験したトラブルをいくつか紹介します！ 

「こんなこともあるのか」という参考になるかもしれません・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

学学生生生生活活１１１１００番番っってて？？  

学生生活１１０番とは、学生とその家族が、安心して楽しい学生生活

を過ごせるように入学から卒業までサポートしてくれるものです。 

紛失や病院案内などの様々な悩みを相談することができる「生活相談

電話サポート」と、水回りや鍵などのトラブル発生時に出動してくれる

「トラブル出動サポート」があります。これらのサポートは、学生生活

１１０番に加入することで、２４時間３６５日受けることができます。 

詳しくは、生協の資料に同封されている学生生活１１０番のパンフレ

ットをご覧ください！ 

 

引っ越してきたばかりなのに、ドアの

鍵がかかりにくいし、ドアノブも回し

にくい！（下宿） 

→大家さんに伝えたら、すぐに直して

くれました！ 

冬に家のドアの鍵が凍ってしまって

開かなくなってしまった！（実家） 

→学生生活１１０番に電話したらす

ぐに来て対応してくれて、凍ってしま

った理由もわかりました！ 

 

トイレの掃除をするときに、水に流せる掃除

シートを使っていて、「水に流せる」という言

葉の通りに掃除シートをたくさん水に流し

ていたら、詰まってしまった！（一人暮らし） 

→学生生活１１０番に電話したらすぐに来

て対応してくれました！ 

 

きっさころんびあ【喫茶コロンビア】　花園エリアにある昭和レトロな喫茶店。商大生なら1度は行
った事があると言っても過言ではない。チョコレートパフェが美味しい。
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生活必需品リスト 

ふるたん【フル単】 履修した科目の単位を落とさずに全て取得し切ること。頑張った証拠。 56 

春から一人暮らしを始めるにあたり、いったい何が必要なのか分からず不安な

方も多いと思います。そこで今回は必需品とあれば役立つものを分けて説明し

ていきたいと思います！ 

 

☆☆生生活活必必需需品品でで最最低低限限必必要要  

□冷蔵庫 □洗濯機 □ストーブ □炊飯器 □扇風機 □掃除機 □ドライ

ヤー □電子レンジ □電気ケトル □食器類（箸、コップ、皿） □爪切り  

□フライパン、鍋 □包丁、まな板 □調味料 □食器用洗剤 □シャンプー 

□ボディーソープ □洗顔料 □洗濯洗剤、柔軟剤 □ハンガー □物干し竿

□風呂用洗剤 □スポンジ（風呂用、食器用）□常備薬 □市指定のゴミ袋  

□カーテン □寝具（布団、まくら） □絨毯 

 

☆☆遠遠隔隔授授業業でで必必要要！！  

□ノートパソコン □Wifi □プリンター（レジュメ印刷用） 

□電子辞書（2 外、英語学習用）□ヘッドホン or イヤホン 

  

☆☆新新型型ココロロナナウウイイルルスス対対策策  

□アルコール消毒液 □アルコールティッシュ □空気清浄機 □マスク 

 

☆☆ああれればば役役立立つつももののたたちち  

□ コロコロ □ファブリーズ □テレビ  

□こたつ □麦茶等のパック（ペットボトルを購入するよりお得） □クイック

ルワイパー（ゴミとり用、床拭き用） 

 

このほかにもあれば役立つグッズはたくさんあるので、自分の生活様式に適し

たものを買うことをおススメします。また洗濯機や冷蔵庫などは価格が高いの

で少しでも安く、清掃も簡単で長持ちするものを選ぶことをおススメします！ 

詳しくは教材パンフレット・新生活用品カタログを参考にしてください！ 

 

 

※写真は 2020 年度のものです。 

ふるたん【フル単】　履修した科目の単位を落とさずに全て取得し切ること。頑張った証拠。

生活必需品リスト 

ふるたん【フル単】 履修した科目の単位を落とさずに全て取得し切ること。頑張った証拠。 56 

春から一人暮らしを始めるにあたり、いったい何が必要なのか分からず不安な

方も多いと思います。そこで今回は必需品とあれば役立つものを分けて説明し

ていきたいと思います！ 

 

☆☆生生活活必必需需品品でで最最低低限限必必要要  

□冷蔵庫 □洗濯機 □ストーブ □炊飯器 □扇風機 □掃除機 □ドライ

ヤー □電子レンジ □電気ケトル □食器類（箸、コップ、皿） □爪切り  

□フライパン、鍋 □包丁、まな板 □調味料 □食器用洗剤 □シャンプー 

□ボディーソープ □洗顔料 □洗濯洗剤、柔軟剤 □ハンガー □物干し竿

□風呂用洗剤 □スポンジ（風呂用、食器用）□常備薬 □市指定のゴミ袋  

□カーテン □寝具（布団、まくら） □絨毯 

 

☆☆遠遠隔隔授授業業でで必必要要！！  

□ノートパソコン □Wifi □プリンター（レジュメ印刷用） 

□電子辞書（2 外、英語学習用）□ヘッドホン or イヤホン 

  

☆☆新新型型ココロロナナウウイイルルスス対対策策  

□アルコール消毒液 □アルコールティッシュ □空気清浄機 □マスク 

 

☆☆ああれればば役役立立つつももののたたちち  

□ コロコロ □ファブリーズ □テレビ  

□こたつ □麦茶等のパック（ペットボトルを購入するよりお得） □クイック

ルワイパー（ゴミとり用、床拭き用） 

 

このほかにもあれば役立つグッズはたくさんあるので、自分の生活様式に適し

たものを買うことをおススメします。また洗濯機や冷蔵庫などは価格が高いの

で少しでも安く、清掃も簡単で長持ちするものを選ぶことをおススメします！ 

詳しくは教材パンフレット・新生活用品カタログを参考にしてください！ 

 

 

※写真は 2020 年度のものです。 

新生活用品
カタログ

大学生協提携

2021

保護者様と一緒にご覧ください

小樽商科大学生活協同組合

教 材 パ ンフレット
小樽商大生のための

先輩学生の声・利用実態をもとに商大生協が提案する
　4年間の学びに必要なツールと体験

2021申込締切：2021年 3月31日㈬

裏表紙もご覧ください

遠隔講義・対面講義
どちらにも対応

数量限定！お早めにお申し込みください
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災害に備えよう 

ほけかん【ホケカン】 「保健管理センター」の略。高校でいう保健室。アルコールパッチテストなどが

受けられる。 57 

北海道は日本のほかの地域よりも災害の被害に遭うことが少なく、災害への備

えが疎かになりがちです。例えば２０１８年９月６日に最大震度７の北海道胆

振東部地震が発生し、地震の揺れによる被害はもちろん、道内全域で約２９５万

戸が停電し、私たちの生活に大きな被害をもたらしました。 

大学から一人暮らしを始めようと考えている多くの方に、この記事の内容がも

し災害が発生した際の、手助けになれば幸いです。 

 

◎◎最最低低限限必必要要ととななるるもものの  

 

・水（１日当たり１人最低３L）・食料（日持ちして持ち運びやすいもの）・現金 

・携帯電話と充電器 ・ラジオ（手回し式だと便利） ・電池 ・携帯トイレ 

・懐中電灯 ・毛布 ・保険証 ・常備薬（お薬手帳があればなおよい） 

 

上記以外にも歯ブラシ、汗拭きシートなどを準備しておけば、避難生活が長期化

した際に、自らの衛生状態を少しでも良く保つことができるため、ストレス軽減

の役に立ちます。 

 

◎◎日日ごごろろかかららややっってておおくくこことと  

✓家具をしっかりと固定しておく 

✓非常用持ち出しバッグをいつでも持ち出せるように準備しておく 

✓家族通しの安否確認方法を決めておく 

→災災害害用用伝伝言言ダダイイヤヤルル  １１７７１１を利用すると、自分の番号を知っている人に伝言

を残すことができるので覚えておくとよいでしょう。 

✓自分の地域の避難場所を把握しておく  

 

☆☆最最後後にに  

今回紹介したのはあくまでも一例に過ぎません。そのため皆さんも、いいつつ起起ここるる

かかわわかかららなないい自自然然災災害害にに対対ししてて常常にに準準備備ををししてておおくくことはもちろん、もし余裕

があるならば被被災災さされれたた地地域域のの方方にに募募金金やや物物資資支支援援ななどどをを通通ししてて援援助助すするる姿勢

を持ちましょう！  

備えあれば憂いなし！もしもの備えをしっかりして、充実した大学生活を！

ほけかん【ホケカン】　「保健管理センター」の略。高校でいう保健室。アルコールパッチテスト
などが受けられる。
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ＴＴＥＥＬＬ：：00113344--3311--33553311

株株式式会会社社アアテテンンシショョンンハハウウスス
アアパパママンンシショョッッププ小小樽樽店店
小小樽樽市市稲稲穂穂33--1100--2211  昭昭和和ビビルル33階階

北海道知事　石狩(1)第8852号

小樽駅から一番近いお店です無料お客様駐車場有

コンビニや飲食店で使える！ご成約でさらに追加ポイン

アパマンショップ小樽店は、

詳細はスタッフにお問い合わせくだ

アパマンショップにしか出来ない つのお約束アパマンショップにしか出来ない つのお約束

ポンタポイントをご来店頂いた商大生さん全員にプレゼント！

お友達をご紹介頂くと現金１万円獲得のチャンス！

初期費用、お家賃をどこよりもお安く！に挑戦致します！

物件をお申込になる前に、 度当店へご来店下さい！

××

お部屋探しは全国店舗数 の

アパマンショップへお任せ下さい！

小樽商科大学受験生の皆様

合格おめでとうございます！
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株株式式会会社社アアテテンンシショョンンハハウウスス
アアパパママンンシショョッッププ小小樽樽店店
小小樽樽市市稲稲穂穂33--1100--2211  昭昭和和ビビルル33階階

ＴＴＥＥＬＬ：：00113344--3311--33553311

北海道知事　石狩(1)第8852号

小樽駅から一番近いお店です無料お客様駐車場有

Ｑ．紹介してもらえる物件はガイドＢＯＯＫに載ってる物件だけ？？

答えは ！

掲載できる物件に限りがあります。掲載していない物件がたくさんありま

す！小樽市内取扱い物件数 のアパマンショップにお任せ下さい！！

答えは ！ご自宅にいても、遠方で来店が難しくても 電話を使って

リアルタイムに物件のご案内ができます。契約のお手続きも可能です。

アパマンショップにお任せ下さい！！

Ｑ．お店に来店しなくても物件紹介してもらえるの？？

アパマンショップ小樽店

ＬＥＮＥのＱＲコードは

コチラ！！
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　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 ネット無料 灯油FF バストイレ別 照明

24時間管理

Ｂフレッツ光 Ｂフレッツ光

　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ 女性限定 都市ガス 灯油ＦＦ バストイレ別 都市ガス

照明 オートロック シューズボックス 照明 収納 シューズボックス

Ｂフレッツ光 Ｂフレッツ光

　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 都市ガス ガスＦＦ バストイレ別 都市ガス

収納 シューズボックス 収納 シューズボックス 独立洗面台

Ｂフレッツ光 Ｂフレッツ光

　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 ネット無料 ガスＦＦ バストイレ別 家電付き

収納 シューズボックス 収納 シューズボックス エレベータ

Ｂフレッツ光 Ｂフレッツ光

敷金：　0ヶ月　礼金：　0ヶ月
サンヴァレー三佳ハイツA棟

敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

グリーンハイツＬ グリーンコーポⅠ
敷金：　1ヶ月　　礼金：0ヵ月 敷金：　0ヵ月　礼金：　1ヶ月

山の手アビタシオン シティＡＩ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　0ヶ月　礼金：　１ヵ月

アルカーサ富岡 ステーションハイツ
敷金：　0ヶ月　礼金：　1ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和3年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

インターネット料金無料物件です！ 経済的な都市ガスで光熱費が抑えられます！

光熱費が抑えられる都市ガス、灯油ファンヒーター物件です！オートロック、女性限定物件です！

光熱費が抑えられる都市ガス、灯油ファンヒーター物件です！ 都市ガス、独立洗面台のある物件です！

ＪＲ小樽駅徒歩5分、家電付き物件です！インターネット無料物件です！

■管理費：0円
■間 取：ワンルーム
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑3丁目
■築年数：1985年3月

■管理費：0円
■間 取：ワンルーム
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡1丁目
■築年数：1985年10月

■管理費：5,000円
■間 取：ワンルーム
■構 造：鉄骨造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1981年3月

■管理費：0円
■間 取：1Ｋ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1994年2月

■管理費：0円
■間 取：ワンルーム
■構 造：鉄骨造4階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1990年3月

■管理費：円
■間 取：ワンルーム
■構 造：木造3階建
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年4月

■管理費：2,000円
■間 取：ワンルーム
■構 造：ＲＣ造5階建て
■所在地：小樽市富岡1丁目
■築年数：1990年3月

■管理費：3,000円
■間 取：ワンルーム
■構 造：ＲＣ造7階建て
■所在地：小樽市稲穂1丁目
■築年数：1996年3月

小樽商科大学まで徒歩 分
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　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 TVドアホン 灯油ＦＦ バストイレ別 照明

収納 シューズボックス 独立洗面台 収納 インターネット無料 24時間管理

Ｂフレッツ光 Ｂフレッツ光

　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 都市ガス 灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス 照明 収納 シューズボックス 照明

ガスコンロ Ｂフレッツ光 独立洗面台 24時間管理 Ｂフレッツ光

　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン 灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス エアコン 収納 シューズボックス エアコン

独立洗面台 ネット無料 Ｂフレッツ光 独立洗面台 温水洗浄便座 Ｂフレッツ光

　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン 灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス ネット無料 収納 シューズボックス 都市ガス

独立洗面台 Ｂフレッツ光 独立洗面台 Ｂフレッツ光

ジェラン小樽1st 三佳ハイツC棟
敷金：　0ヶ月　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　礼金：　0ヶ月

コーポイシイ S-Stage小樽
敷金：　0ヶ月　礼金：1ヶ月 敷金：　0ヶ月　礼金：　0ヶ月

マリオット小樽緑A ウミナリエ
敷金：　0ヶ月　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　礼金：　0ヶ月

SweetBay小樽 ヴォンジュール花園
敷金：　0ヶ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　礼金：　１ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和3年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学至近、2部屋あって広々使えます！ 収納広々、インターネット無料物件です！

JR小樽駅徒歩5分、TVモニターホンが付いた物件です！経済的で光熱費が抑えられる都市ガス物件です！

エアコン、宅配BOX付き、インターネット無料物件です！ 2006年築、エアコン付き物件です！

2017年築物件！ペット飼育も相談可です★インターネット無料、独立洗面台付きワンルーム物件です！

■管理費：0円
■間 取：1ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑4丁目
■築年数：1982年1月

■管理費： 円
■間 取： ＬＤＫ
■構 造：木造 階建て
■所在地：小樽市緑 丁目
■築年数： 年 月

■管理費：0円
■間 取：1ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1994年3月

■管理費：0円
■間 取：ワンルーム
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市稲穂3丁目
■築年数：2012年2月

■管理費：3,000円
■間 取：1Ｋ
■構 造：木造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2018年11月

■管理費：3,000円
■間 取：1Ｋ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2016年10月

■管理費：0円
■間 取：1Ｋ
■構 造：木造3階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：2013年3月

■管理費： 円
■間 取： ＤＫ
■構 造：ＲＣ造 階建て
■所在地：小樽市花園 丁目
■築年数： 年 月

小樽商科大学まで徒歩 分

66



　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 TVドアホン ガスＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス ネット無料 収納 シューズボックス ネット無料

独立洗面台 都市ガス Ｂフレッツ光 独立洗面台 都市ガス Ｂフレッツ光

　～ 　　～～

万円 万万円円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

エアコン暖房 バストイレ別 TVドアホン 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス ネット無料 収納 シューズボックス 独立洗面台

独立洗面台 オートロック Ｂフレッツ光 Ｂフレッツ光

　～ 　～

万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 TVドアホン 灯油FF バストイレ別 インターホン

収納 シューズボックス ネット無料 収納 シューズボックス オートロック

独立洗面台 Ｂフレッツ光 独立洗面台 宅配ボックス Ｂフレッツ光

　～ 　～

万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 TVドアホン 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス ネット無料 収納 シューズボックス 独立洗面台

独立洗面台 オートロック Ｂフレッツ光 Ｂフレッツ光

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和3年3月31日

パルム運河 リッツ小樽
敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

オリーブ フローラ緑丘
敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヵ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月

ピュア東彩館Ⅴ プラスオン小樽
敷金：0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月

オルセー花園 仮）ラ・シュエットαⅡ
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

都市ガス、インターネット無料、エアコン付き物件です！ 都市ガス、インターネット無料、2020年9月完成物件です！

独立洗面台付き、灯油暖房物件です！オートロック・インターネット無料物件です！

洋室11帖の広々ワンルーム物件です！ オートロック、宅配ボックス付き物件です！

独立洗面台付き、TVインターホン付き物件です！JR小樽駅徒歩7分、オートロック付き物件です！

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：RC造4階建て
■所在地：小樽市花園4丁目
■築年数：2019年1月

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：RC造4階建て
■所在地:小樽市花園2丁目
■築年数：2020年9月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：RC造4階建て
■所在地：小樽市富岡1丁目
■築年数：2019年1月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2016年5月

■管理費：0円
■間 取：ワンルーム
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2007年3月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：RC造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1998年3月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市色内1丁目
■築年数：2014年3月

■管理費：0円
■間 取：ワンルーム
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2013年2月

小樽商科大学まで徒歩 分
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　～ 　～
万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン 灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス ネット無料 収納 シューズボックス ネット無料

独立洗面台 オートロック Ｂフレッツ光 独立洗面台 オートロック Ｂフレッツ光

　～ 　　～～

万円 万万円円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン 灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス ネット無料 収納 シューズボックス デザイナーズ

独立洗面台 オートロック Ｂフレッツ光 独立洗面台 Ｂフレッツ光

　～ 　～

万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 TVドアホン 灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス オートロック 収納 シューズボックス エアコン

独立洗面台 都市ガス Ｂフレッツ光 独立洗面台 Ｂフレッツ光

　～ 　～

万円 万円

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 TVドアホン ガスＦＦ バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス ＷＩＣ 収納 シューズボックス オートロック

独立洗面台 Ｂフレッツ光 独立洗面台 都市ガス Ｂフレッツ光

ベルデローマ ラ・シュエット花園
敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和3年3月31日

チェリーハウスⅡ ヴェルデ
敷金：　1ヶ月　　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　１ヶ月

アマン小樽 ベルブラン小樽
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヵ月

フォーカスター市役所通 ヴィラージュ富岡
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩１５分小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

コープさっぽろみどり店徒歩2分、お買い物も便利です！

アクセントクロスがおしゃれなデザイナーズ物件です！セブンイレブン目の前、エレベータ付き物件です！

広々１ＬＤＫ、システムキッチン、都市ガス物件です！ 広々１ＬＤＫ、エアコン付き物件です！

オートロック付き、都市ガス物件です！大きなウォークインクローゼットのある物件です！

■管理費：3,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市花園2丁目
■築年数：2015年1月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡1丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：4,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：RC造5階建て
■所在地：小樽市稲穂3丁目
■築年数：2018年2月

■管理費：2,000円
■間 取：1LDK

■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2012年2月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造3階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2016年3月

■管理費：0円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：2016年3月

■管理費：0円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2006年12月

■管理費：0円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市花園2丁目
■築年数：2015年3月

オートロック付き、希少な灯油ボイラー物件です！
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敷
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A401 A402 B403 B405 B406

¥53,000 ¥54,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000

A301 A302 B303 B305 B306

¥52,000 ¥53,000 ¥59,000 ¥59,000 ¥59,000

A201 A202 B203 B205 B206

¥51,000 ¥52,000 ¥58,000 ¥58,000 ¥58,000

B102 B103 B105 C106* D107* A108* E110*

¥56,000 ¥57,000 ¥57,000 ¥59,000 ¥52,000 ¥49,000 ¥56,000

専有面積

南向 35.64㎡

南向 43.58㎡

南東角 47.74㎡

東向 38.29㎡

東向 45.52㎡ 掃除用具・調理用具・生活消耗品

敷金0ヵ月・礼金１ヵ月

水回り清掃料　27500円

Bタイプ

Cタイプ

小樽市相生町1番９号

商大行バス停（南小樽駅下）徒歩８分

JR南小樽駅　徒歩12分

JR小樽駅徒歩20分

号室

令和１年7月築

ベット・テーブル・ソファ

ＦＦ分解清掃　22000円

管理費　￥4000

駐車場　￥11,000

*印海側

STAYS OTARU　
家具家電付 設備充実  (ステイズ オタル）

Aタイプ
108/201/202/301/302401/402

号室
102/103/105/203

205/206/303/305/306/

106号室

107号室

敷金0ヵ月・礼金１ヵ月
★仲介料０円★　家主直接

さえき迄　090-5958-1906　LINE ID: RomiSaeki

エレベーター・オートロック

wifi無料・冷暖房エアコン
灯油FF・TV（55型）

システムK・ウオシュレットWC

電子レンジ・乾燥機付全自動洗濯機

冷蔵庫・炊飯器・電気ポット

ヘアドライヤー・加湿付空気清浄機

Dタイプ

Eタイプ

１Room

110号室
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笹岡アパート
富岡2丁目12-15

（通学/徒歩15分）

3.8万円
木造2階建
無

無
平成7年
6帖

無
男女

周辺施設  徒歩5分　 徒歩10分　 徒歩5分　 徒歩5分

設備  

都市ガス（キッチン ・ 浴室）

FF灯油ストーブ

連絡先 笹岡　一男　TEL.0134-34-3762

　家電 
カーテン 付

テレビ（BS有）

電子レンジ
洗濯機
冷蔵庫

リビング
8帖

洋室
6帖

玄

洋室
6帖

浴

押入

2階

シェアハウス商大前
緑4丁目4-1

（通学/徒歩3分）

1.8 ～2万円
木造2階建
無

3千円
昭和63年
8帖

家賃1 ヶ月分＋
　　礼金3万円

女性のみ

周辺施設  徒歩9分　 徒歩17分　 徒歩5分　 徒歩2分

シェアハウス　エミナ
緑1丁目27-22

（通学/徒歩10分）

3.5 ～3.8万円
木造2階建
無

無
昭和41年
5.5帖

家賃1 ヶ月分
男女

禁煙

周辺施設  徒歩5分　 徒歩5分　 徒歩5分　 徒歩1分

連絡先 河地　素子　携帯 080-4502-4500　E-mail：eminabackpackers@gmail.com

設備  

共用 ： 玄関、トイレ （ウォシュレット）、台所、浴室

専用 ：  ベッド、机、照明器

連絡先 岩見　真彦・真弓　090-6024-6215　E-mail：non7papa@gmail.com

商大に至近、
Wi-Fi無料

☆201号室の場合☆

● 月々の費用
（=家賃+公益費+管理費）
5-10月26千円、
11-4月31千円 （暖房費込）

● 入居時だけの費用
48千円
（=礼金30千円+敷金18千円）

財布に優しい入居コスト

〈当面固定〉

2020年春新設！
女子専用シェアハウス

安全暖かな暖房全室
セントラルヒーティング

2室のみ募集

          賃        万円 管 無 敷 家賃  月分
緑 丁目     構 木造 階建 築 昭和  年 対 男女

駐 無 間    帖 禁煙
 通学 徒歩  分 周辺施設     徒歩 分 病院 徒歩 分 銀 郵 徒歩 分    徒歩 分

設備
専用     机 照明器具
共用 玄関     浴室 台所     

用品   他消耗品

     無料     年     済

女性専用     

連絡先  河地 素子  携帯                                                 

設備 　 

専用 ： ベッド、机、照明器具

共用 ：  玄関、トイレ、浴室、台所、キッチン

用品、その他消耗品

Wi-Fi無料
2019年リフォーム済

女性専用もあります

          賃        万円 管 無 敷 家賃  月分
緑 丁目     構 木造 階建 築 昭和  年 対 男女

駐 無 間    帖 禁煙
 通学 徒歩  分 周辺施設     徒歩 分 病院 徒歩 分 銀 郵 徒歩 分    徒歩 分

設備
専用     机 照明器具
共用 玄関     浴室 台所     

用品   他消耗品

     無料     年     済

女性専用     

連絡先  河地 素子  携帯                                                 
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サン・ハイツ
緑2丁目34-1

（通学/徒歩13分）

3万円
木造2階建
無

無
昭和62年
10帖ワンルーム

無
女性

周辺施設  徒歩3分　 徒歩1分　 徒歩3分　 徒歩1分

設備  

玄関、シャワー付浴室、トイレ、ロッカー、下駄箱、押入、クッキングヒーター、冷蔵庫、無料洗濯機、FF灯油ストーブ、

瞬間湯沸器、換気扇、照明、TV端子、室内物干しポール

連絡先 阿部　伸尚　TEL.0134-32-0990 　Twitter @sunheightsotaru 室内・共用写真掲載

2010年
リフォーム

済み！

初期費用0円
家賃のみで
入居OK !

下宿・マンション・貸間
もしも！ にそなえて学生総合共済・

学生賠償責任保険の加入をお勧めします

設備凡例

賃 家賃（万円）　管 管理費（円）　敷 敷金・礼金・その他（万円）　構 建物構造　築 築年　対 入居対象
駐 駐車場　間 間取り　 コ・スコンビニもしくはスーパー　 病院 病院　 銀・郵 銀行もしくは郵便局　 J・バ JR駅もしくはバス停
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・家賃（９畳） ４４９９，，００００００円円（食事２食付） ・敷 金・礼金（設備使用料/更新時不要）・美装代(退去時) 各０．５カ月分 

                                                                                              ３３４４，，００００００円円（食事なし）   ※土日祝日食事お休みですが、自炊も可能です。※男性専用 1 年毎の契約です。           

     

※ 「「下下宿宿」」欄欄掲掲載載希希望望  

  
  

  

  

家賃 ２.３万円（６畳） ※1 年毎の契約です。 敷金１カ月分・礼金 3 万円（新規入居時のみ、継続時不要です） 

※礼金は冷蔵庫・ストーブ等の設備使用料となり、故障時業者さんを呼ぶ必要はございません。 

付属設備：ベッド・冷蔵庫・ストーブ・クローゼット・Wi-Fi 機器（高速 10G 回線）・洗濯機・掃除機・浴槽(自動)・自動販売機等 

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

            

＜一例＞ 4.9 万円（食事付家賃）＋ お風呂の光熱費・ガス代等を住んでいるみんなで頭割り       

＋ 

自分が使った分の電気代（メーターより）・灯油代 

(ある学生さんの場合)  計 ６万円以内  

◎詳細（女性用・お部屋の情報など）は   

Web にて、今すぐクリック！ 

（（hhttttpp:://// oottaarruu..lliiffee..ccooooccaann..jjpp//））
  

安安心心新新生生活活  

＊＊女女性性商商大大生生専専用用＊＊  

大学まで徒歩６分 

小樽駅まで徒歩１５分だから 

★★授授業業・・試試験験勉勉強強・・部部活活でで

帰帰りりがが遅遅いい時時便便利利！！  

★★授授業業・・部部活活・・就就活活・・アアルル

ババイイトト・・夏夏休休みみ・・冬冬休休みみ

等等ででいいなないい事事がが多多くく高高

いいおお部部屋屋はは必必要要なないい方方

ににピピッッタタリリ！！  

おお食食事事  

付付あありり  since 1980 ＊＊札札幌幌圏圏出出身身者者もも大大歓歓迎迎＊＊  

「「セセカカンンドドルルーームム」」  

 菊良レディスハイム   

TEL（お急ぎの方はこちらから） 

０１３４－２２－３８５８ 

（吉田） 

受付：8:00〜20:00 

★★大大学学とと大大学学生生協協ままでで徒徒歩歩３３分分！！ババスス停停徒徒歩歩２２分分！！★★OOBB・・OOGG  ２２００００人人以以上上！！★★栄栄養養満満点点安安心心ででおおいいししいい食食事事！！★★夜夜中中ででもも食食べべらられれるる食食事事取取りり置置ききササーービビスス！！★★全全室室門門限限

ななしし  友友人人ととゆゆっっくくりりくくつつろろげげるる！！★★ココイインンいいららずずのの自自由由にに入入れれるるおお風風呂呂（（２２４４時時間間））！！★★一一般般ゴゴミミ（（小小樽樽市市内内有有料料））のの排排出出・・トトイイレレッットトペペーーパパーー代代ななどど家家賃賃込込みみ！！★★イインンタターーネネッットト

接接続続・・WWii--FFii 接接続続アアシシスストト有有りり！！★★浴浴槽槽あありり！！★★付付属属設設備備多多数数！！（（冷冷蔵蔵庫庫・・ベベッットト・・スストトーーブブ・・掃掃除除機機・・机机・・洋洋服服タタンンスス・・洗洗濯濯機機・・WWii--FFii 機機器器「「快快適適！！高高速速 1100GG 回回線線」」））ななどど））  

月々の支払額の一例 

      ２.3 万円（家賃）※御食事を除く    

        ＋＋  

お風呂の光熱費・ガス代等を住んでいるみんなで頭割り 

        ＋＋  

自分が使った分の電気代(メーターより)・ストーブの灯油代 

(昨年のある学生さんの場合)      計計３３万万円円前前後後  

詳細は Web にて！ 

今すぐクリック！ 

＜御連絡は、お早めに！＞
 

商大生専用  食食事事付付きき安安心心!!    吉田下宿+ TEL0134-22-3858 
☆☆5500 年年以以上上のの伝伝統統☆☆  

since 1969 


